松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会
全体構想案

平成 28 年９月
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全体構想案の目的

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

再開発事業や共同建替えの機運が高まってきている

銀天街Ｌ字地区は、中心市街地の重要な拠点として
行政の位置づけを受けています
銀天街Ｌ字地区は、市が策定した「中心地区市街地総合再生基本計画」の中で、一番町交差
点周辺や松山市駅周辺と並び、市街地再生の拠点空間の一つと位置づけられています。
平成 24 年度から地元地権者と再開発に関する勉強会などを進められ、今年度は、松山市が
主体となり、同地区のあり方について整備方針などをまとめた「基本計画」を作成する予定
です。

松山銀天街Ｌ字地区では、平成２４年度から松山市の支援を受けながら、地権者等が中心となり勉
強会や視察研修を実施され、平成２７年５月に再開発全体協議会が設立されています。
平成２４年
平成２７年５月
平成２７年９月
平成２７年９月
平成２８年５月

地権者等による勉強会・視察会開催
松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会設立
湊町三丁目 C 街区開発協議会設立（９・１０街区）
松山銀天街Ｌ字地区再開発基本計画作成業務（松山市主体）
松山銀天街Ｌ字地区再開発コーディネート業務（再開発全体協議会主体）
松山銀天街Ｌ字地区 ５区再開発推進協議会設立

中心部都市再生の将来像（ビジョン図）

松山銀天街Ｌ字地区が目指すまちづくりのビジョンを共有する全体構想
それぞれの再開発事業や建替えがバラバラの考えで進められると、地区全体の統一性や相乗効果がないまち
となっていまします。また、個別の開発がＬ字地区全体や松山市全体のまちづくりに貢献するようなビジョ
ンに基づかないものでは、行政からの支援を受けた開発や共同化も期待できません。
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全体構想案の構成

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

≪松山銀天街Ｌ字地区全体構想案の流れ≫

銀天街Ｌ字地区の現状

権利者アンケート・市民アンケート

銀天街Ｌ字地区

の結果分析

の建物更新の課題

再開発の目的・意義
Ｌ字地区の目指すべき将来の考え方
再開発の全体コンセプト

「生活と集客の交流拠点・銀天街Ｌ字地区」

再開発の方向性
１．賑わいを創出する魅力あるまちづくり
２．様々な人々が集い交流するまちづくり
３．ストリート性と界隈性をもつ商店街の魅力づくり
４．ゲートウェイ機能としてのアクセス環境づくり
５．住み続けられる安全・快適のまちづくり

全体整備ビジョン
再開発の５つの方向性に基づき、全体コンセプトを実現するた
めに必要とされる全体整備ビジョンを、５つの方向性毎にそれ
ぞれ３～４つの具体的な方策として示す。
再開発の進め方
再開発・共同化事業の事業化に向けた方針を示す
方針１
方針２

合意が得られた区域毎に複数の再開発・共同化を段階的に推進
地区計画等の制度を活用して、規制緩和とルールづくりによる建物更新を推進

全体構想イメージプラン
松山銀天街Ｌ字地区が目指すまちの在り方に関するイメージ、再開発共同化事業に向けたビジョンの共有化
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松山銀天街Ｌ字地区の整備課題の整理

Ⅰ

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

≪松山銀天街Ｌ字地区の現状≫

昔の銀天街（昭和 28 年頃）

昔の銀天街（昭和 31 年頃）

●歴史・文化

江戸の城下町の時代から歴史ある市街地として栄えてきた
・江戸期より城下町として栄え、大街道とともに繁華街として繁栄してきた。
・
「湊町」は松山城南の武家屋敷を商圏としたこの一帯で荷揚げを行っていた痕跡がのこる。
・銀天街の南側に沿う中の川は、両岸から引っ張る形で荷物を運ぶ小舟を通していた。
・もともと武家屋敷の使用人が住んでいたエリアで「長町」と呼ばれていた。
・銀天街は昭和 28 年に屋根付きアーケード街として整備され全国的にも注目を集めた。
・当時の屋根が銀色をしていたところから「銀の屋根の街＝銀天街」と命名された。

※出典：まちづくり松山ホームページ(http://machi-matsuyama.com/)
人口

世帯数
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ライフコート湊町
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●人口動向
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中心部の人口は増加傾向、マンション建設が進み新たな居住者が流入
・中心部の人口は増加傾向、マンション建設が進み人口構成にも特徴がでている。
・Ｌ字地区が位置する番町地区は、減少傾向が続いたが、平成 25 年以降人口は増加傾向にある。
・昼夜間の人口比の差が大きい地区となっており、安心・安全に対する対策も必要
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マンション居住者と商店街営業車の接点がなく、コミュニティ形成に課題
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出典：松山市ホームページ(www.city.matsuyama.ehime.jp/)をもとに加工

・マンションと商店街の接点がなく、マンション住民の自治会加入が進まないのも課題
・通りや商店街組織が異なる店舗同士の協力体制の構築も課題（銀天街と千舟町通りなど）

(万人)

銀天街北口及び大街道北口通行量の経年比較
シネマコンプレックス
郊外移転

●商業環境の変化

再開発の目的及び
まつちかタウン
意義

ﾗｰﾒﾝｽﾃｰｼｮﾝ開店

大型ＳＣ台頭により、消費拠点が郊外に移りつつある

アエル松山オープン

いよてつ高島
屋
増床オープン

・これまでの買い回りを中心とした繁華街のイメージから変化してきている。
・エミフルなどの大型ＳＣの台頭で消費拠点が郊外に移りつつある。
・銀天街北口での歩行者通行量は、平成 12 年は 2 万 6 千人を超える通行量であったが、
徐々に通行量が減少し、近年では 1 万 4 千人程度の通行量。Ｌ字地区空き店舗率は 15.4%。
・商店街の通行量は、近年減少傾向であったがアエルオープン等で回復の兆しがみられる

ﾗﾌｫｰﾚ閉店
（ｴﾐﾌﾙ MASAKI ｵｰﾌﾟ
ﾝ）

再開発の方向性

ﾎﾟﾎﾟﾛ跡地 ZARA 出店

データ出典：中心市街地エリアマネジメント支援事業調査
通行量の調査時間はいずれも午前 10 時から午後 8 時まで

みんなの広場

●まちづくり

郊外ＳＣにはない、都市的な資源や魅力を有している
・路地裏空間などの市民の記憶に残る魅力的な風景が残っている
・アーバンデザインセンターの整備やみんなの広場の社会実験が一定の成果を見せている
・土曜夜市や歩行者天国などの定期的なイベントが開催されている。
・再開発全体協議会や開発準備組織が組成され、共同化への機運が高まっている。
土曜夜市
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銀天街アーケード

松山銀天街Ｌ字地区の整備課題の整理

Ⅱ

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

≪権利者アンケート・市民アンケートの結果分析≫
現況資産の悩み

住み替え意向

マンション住民以外（n=143）

マンション住民（n=80）

●地元からみた視点

L 字地区に必要な「もの」「こと」

暮らしに根差した施設・機能の要望が高く、再整備への関心が高い
・暮らしに根ざした施設・機能への要望が高く、居住地としての評価が高い
・老朽化や建替えができない等のハード上の課題を抱えており再整備への関心は非常に高い

●市民からみた視点

行きやすさの改善や回遊時のアメニティの充実等が求められている

約８割が現況課題あり

・いわゆる郊外商業施設が備えている要素を充実させて欲しいと考えている
・Ｌ字地区への行きやすさの改善と回遊時のアメニティの充実を求めている

居住維持約９割

L 字地区の再整備への期待
地元（n=140）

再整備期待約９割

市民（n=140）

●街の将来イメージに関する視点
（％）市民地元営業時間の延長品揃えの充実商店街と住民の連携・交流観光客の取り込み商店街と大型商業施設の連携定期的なイベントの開催空き店舗対策や不足業種の導入集客力のあるテナントの誘致 01020304050607080 市民地元 （％）自転車置場スポ

アーケードや路地裏の雰囲気が、市民全体に浸透しているイメージ

ーツ・健康施設歩きやすい歩道文化施設（演劇・音楽ホール等）観光客が楽しめる「名所」駐車場使いやすい公衆トイレ休憩所、イベント広場、小公園等 01020304050607080

・
「アーケード」や「路地裏」は市民全体に浸透しているイメージ
・地元は「住みやすさ」を求めているが、市民に「暮らしやすさ」が浸透していない

≪銀天街Ｌ字地区の建物更新の課題≫
○土地建物規模

個別の土地建物の規模が小さく、魅力的なテナント誘致が難しい

【現況の課題】

・建物規模が小さく効率的な運用ができていない
・間口が狭く・細長い形状の土地が多い

●個々の店舗の規模が狭小
土地建物が、間口が狭く細長い形態となっているため、集客力の高

道路が狭い
○建物老朽化や空き店舗

階段

建物の老朽化や空き店舗の増加がみられ、建物の個別更新が進んでいない

●耐震性、防災性の課題

階段

・商店街に面して古い木造建物等、防災性に課題を有する建物も多い
・道路幅員が小さく、建替え時に指定容積率 500％の消化や道路斜線制限の課題が大きい

い大中規模のテナント誘致が困難。

階段

ＥＶ

階段

旧耐震基準で建設された古い建物が多く、全国ブランドのテナント
誘致の障害になることもある

階段

●個々の建物で階段・ＥＶが設置

○まちの骨格

階段やＥＶといった縦動線が個別に確保されているため非効率か

まちの骨格としてのアーケードや路地があるため、大胆な街区再編が難しい

間口が狭い

つ、２階以上への客の引込が難しくなっている

・アーケードや裏路地等があることで、自動車動線に課題を有している土地が多い
・まちの骨格としてのアーケードや路地があるため、大胆な街区再編が難しい
・一度に大規模な再開発を行うと商店街の連続性が損なわれる

現況課題まとめ

松山の中心市街地の重要拠点でありながら、再開発や建物更新が進まず、ポテンシャルを活かしきれていない
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再開発の目的及び意義Ⅰ

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

≪Ｌ字地区の目指すべき将来の考え方≫
商店街としての機能・構造の改革及び再編
賑わい（非日常・ハレ）
大規模ＳＣへ
郊外ＳＣとの差別化
昔の銀天街

活性化につながるものの
長期的な継続性に課題
集客拠点と
生活拠点
の共生

小規模
更新

大規模
更新
現在の銀天街

都市中心部の資源の活用

商店街の空き店舗増加、無秩序な
宅地化、駐車場化が進行する恐れがある

暮らし（日常・ケ）

昔の銀天街

：

現在の銀天街：

住宅市街地へ
高層マンション
生活サービス
医療福祉・高齢者

Ａ：大規模 SC への転換
郊外型 SC に劣らない大規模な集客施設としての規模と機能を有した開発を進
める。
⇒一時的な活性化や集客にはつながるものの大型商業施設、集客施設特有の短
期的中期的な隆盛（はやり）があり継続的な繁栄に課題を有する

小規模な建物及び個店の集合体でありながら、中心市街地として賑わ
いの場所（日日常・ハレ）として、市内市外から広く人を集めてい
た。
銀天街は、愛媛県及び松山市で最先端のショップや商品、サービス、
情報が集まる場所であり、また、都市に住むことの楽しみを享受する
場所として存在していた。

Ｂ：住宅市街地への転換
これまでの商店街の機能から住宅地への機能、または居住関連機能への機能転
換を図る方法性
⇒松山市駅と大街道の中間地点としての拠点空間の役割を担えない。
⇒商店街としての役割がなくなる

エミフルやイオンなどの大型の郊外ショッピングセンターは、広い土
地を活用し、大規模な売り場面積で多数の商品とサービスを整え、ま
た、多方面でのアメニティが充実させており、中心市街地から郊外に
消費の場が移りつつある。
商店街が賑わいの場所としての性格が薄れていきている一方、立地と
しての利便性や高齢化等の社会背景の変化により、マンション建設が
進み、居住地としての評価が高まっている。

生活と集客の交流拠点
社会経済背景の変化に従い生活拠点として機能転換しつつ、中小規模の開発に
よる集客拠点としての再構築を行い、周辺の拠点空間や観光施設などの都市資
源との連携し、郊外型 SC との差別化による集客を図る。
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再開発の目的及び意義Ⅱ

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

≪再開発の全体コンセプト≫
【全体コンセプト】

生活と集客の交流拠点・銀天街Ｌ字地区
生活拠点
松山銀天街Ｌ字地区の役割

集客拠点
賑わいを創出する魅力あるまちづくり
様々な人々が集い交流するまちづくり
アーケードと裏路地による商店街の魅力づくり
ゲートウェイ機能としてのアクセス環境づくり
住み続けられる安全・快適のまちづくり

集客拠点
松山市駅と大街道の中間に位置し、観光施設との
連携も可能な位置にあり、より魅力的な集客ネッ
トワークを生み出すポテンシャルがある。

生活拠点
松山の街なか商店街の要所に位置しており、ま
た、住宅地としての評価も高く、生活拠点として
再編する効果が大きい。

「生活拠点」と「集客拠点」の二つの側面で次のような役割を担うことで

中心地区市街地総合再生基本計画（地区整備の基本方針図）

交流拠点としての銀天街 L 字地区を構築
①商店街の中に居心地の良い集客・交流の場をつくる

市民の交流が
生まれる

②居住者や就業者・学生が商店街を生活の場として使う。

③生活者と訪れた来街者・観光客との交流が生まれる。

④商店街の拠点としての魅力が高まり人が集まりビジネスを拡大していく
L 字地区から松山市駅・大街道へ、L 字地区から松山城、道後温泉へ

来街者・観光客
との交流が
生まれる

中心市街地の交流
が生まれる
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再開発の方向性

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

松山銀天街 L 字地区において、新たな「交流核」を形成するために必要な再開発の方向性として５つのテーマを設定する。

賑わいを創出する魅力あるまちづくり
～魅力のある機能や施設がいなければ、人は集まらない！～
○集客の核となる魅力的な店舗や施設の誘致
○人々のコミュニケーションの場となる施設の誘致
○人々が自然と訪れたくなるまちの雰囲気づくり

様々な人々が集い交流するまちづくり
～居心地のよい空間には人が集まる！ 長い時間を過ごせばお金を使う！～
○毎日イベントや催しが行われている交流空間づくり
○市民や地区住民と来街者、観光客が交流する場づくり
○快適な時間を過ごせる居心地のよい高い空間づくり

ストリート性と界隈性をもつ商店街の魅力づくり
～商店街ならではの魅力づくり。郊外 SC との差別化～

全体整備

○賑わいを感じられるアーケードのストリート性の維持
○親しみやすい雰囲気を活かした都心ならではの界隈性
○まちの魅力が感じられる景観づくり

ビジョン

ゲートウェイ機能としてのアクセス環境づくり
～L 字地区で人を受けとめ、周辺に送り出し、回遊・滞留を促す～
再開発の方向性
↓
全体整備ビジョン
（Ｌ字地区の整備
に向けた具体的な
方策）

○中心市街地の入り口としてのアクセス駐車場の整備
○通勤者や通学者、買い物客が利用しやすい駐輪場の整備
○L 字地区内外との交流、回遊、滞留を促す仕組みづくり

お

住み続けられる安全・快適のまちづくり
～継続して繁栄していくまちを目指す。～

○都心居住のモデルとなる良好な住宅
○防災性や防犯性に優れた安心、安全のまち
○高齢者や家族連れが安心して歩けるまち
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賑わいを創出する魅力あるまちづくり
再開発の方向性

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

全体整備ビジョン
方針１
方針２

○集客の核となる魅力的な店舗や施設の誘致
○人々のコミュニケーションの場となる施設の誘致
○人々が自然と訪れたくなるまちの雰囲気づくり

方針３

松山市上位計画との関係性

既存核店舗の大規模敷地を活用した暮らしの拠点づくり
新たな集客を生む賑わい機能の誘致
（広域商業施設、オフィス、ホテル、コンベンション、観光市場等）
訪れる人に期待感を与えるＬ字地区及び銀天街の顔づくり

・交流を生む出す機能としては、周辺居住者が求める「暮らし」に根
差した機能と、来街者が求める「賑わい」に根差した機能を盛り込
む
・二つの異なる交流核の整備による来街目的の多様化
（賑わいの拠点、暮らしの拠点）

既存核店舗の大規模敷地を活用した暮らしの拠点づくり

暮らしの拠点と賑わいの拠点の配置イメージ
大街道側から銀天街へのエンドラ
ンス部分であり、千舟町通りから
視認性も高い重要なエリア

課

Ｌ字地区の顔づくり

高度利用・多機能化

新たな集客機能
暮らしの拠点
既存核銀天街ＧＥＴが位置するエリア。
これまでも日常の需要を支える役割を担
ってきたエリア

松山市南部から中心市街地へ訪れる際の
ゲートとなる重要エリア
Ｌ字地区のまさに「Ｌ」にあたる部分、
松山市駅・一番町交差点の中間地点

題：地区内の既存核施設を中心として、これまでも日常サービスの提
供による集客の一端を担ってきたエリアであるが、施設ハード面
の老朽化やテナントの撤退による空き店舗化が進んでいる。

整備方針：既存の大型施設の大規模敷地を活用して、周辺の居住者のニーズ
の取り込みとロードサイド型の商業施設との差別化が図れる
高い質の日常・暮らしの施設の導入を図る
スーパーマーケット、生活雑貨、日用雑貨等の商業施設や、文化
交流の拠点となる公益的施設（医療・福祉・子育等）の導入を図る

新たな集客を生む賑わい機能の誘致
課

高度利用・多機能化

題：松山市駅前、一番町交差点とともに市街地の拠点となる集客機能
を有していない。商店街としての軸を有しつつ、単なる通過
点となりつつある。歩行者通行量の減少、空き店舗の増加など。

整備方針：暮らしの核と相乗効果をもたらすような新たな集客を生む賑わい
機能を導入し、２つの異なる核による回遊性の創出と交流拠
点としての拠点性を生みだす。
新たな機能としては、広域商業施設、オフィス、ホテル、コンベ
ンション、観光市場等の機能から各事業単位で検討を進める

Ｌ字地区及び銀天街の顔づくり

新たな集客機能のメニュー

課
広域商業施設
・大規模商業施設
・ファストファッション
・書籍、CD、DVD
・家電、インテリア
・アミューズメント
・エンターテイメント
・シネマコンプレックス

ホテル
・高級ホテル
・コンベンション
・ブライダル
オフィス
・最先端オフィス
・コワーキングオフィス

観光
・観光市場
・JA 生鮮市場
医療福祉
・健康、福祉、子育て等
公共公益
・図書館、美術館
・文化ホール、水族館

題：商店街に明るいイメージがない
商店街に来た来街者が期待感を懐かせる仕掛けが不足

整備方針：大街道から千舟町通りを超えて銀天街に入るエントランス部分に
ついて、来街者が魅力的に感じるファサードづくりを行う。
当該立地は、視認性も高く当該地区のイメージを形成する重要な
ポイントとなるため、明るく賑わいのあるまちの景観づくりを進
める
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様々な人々が集い交流するまちづくり

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会
aikyougikai

再開発の方向性

全体整備ビジョン

○毎日イベントや催しが行われている交流空間づくり
○市民や地区住民と来街者、観光客が交流する場づくり
○快適な時間を過ごせる居心地のよい高い空間づくり

方針１
方針２
方針３
方針４

まちの顔となる場所に「ゲート広場」を配置する
まちの「かなめ」となる場所に賑わいを演出する「活動広場」を配置する
まちの随所に居住者や来街者が時間を過ごせる「滞留広場」を分散配置する
それぞれの広場をつなぐ多様な歩行者動線を確保して、回遊性を高める

ゲート広場

「広場のあるまちづくり」配置イメージ

課
各街区毎に地区内に居住者や来街者が
自由に休憩をしたり、時間を過ごし
たりすることができる滞留空間を整備

滞留広場

大街道側から銀天街へのエンドランス
部分であり、まちの賑わいを期待させ
る情報発信の役割を担う

活動広場

Ｌ字地区のほぼ中央にあたる部分で、
社会実験の「にぎわい広場」の効果も
あり、人々の滞留行動が見られている

松山市南部から中心市街地へ訪れる際
のゲートとなる重要エリア
Ｌ字地区の「Ｌ」にあたる部分にシン
ボルとなる活動広場を配置

地区内に居住者や来街者がゆっくりと時間を過ごせるような滞留広
場を分散配置

【期待感・情報発信】

題：地区のシンボルとなるような風景がない
大街道から銀天街入り口部分に空地があるものの魅力的な空間
になっていない

活動広場
課

滞留広場
滞留広場
各街区毎に地区内に居住者や来街者が
自由に休憩をしたり、時間を過ごし
たりすることができる滞留空間を整備

現在の商店街

広場整備のイメージ

建物内の動線を利用して２階以上のフロアへ

イベント等の活動の場であるとともに、２階

移動。１階以外のフロアの認知度が極端に低

以上のフロアの視認性や認知度を高め、上部

い

階への人の誘導を図る

開放性

（広場）アーケード沿線に、イベント等が可能な活動広場を配置

整備方針：大街道側からの銀天街入口付近を候補として、地区のゲート広
場を整備していく。
ゲート広場は、交通量の多い千舟町通りの特性を活かして、
イベントや催し等の情報発信の拠点としての機能を担う

ゲート広場

滞留広場

活動広場

松山市上位計画との関係性
・人々が集い、憩い、楽しめるような居心地の良い空間の創出
・緑と潤いのある都市空間の創出

視認性

人の誘導

【賑わい・非日常・シンボル性】

題：地区内にイベントや催しを開催可能な十分な広場がない
子供が遊べ、親がくつろげる広場がない

整備方針：商店街に面した交差部にイベントや催しが開催可能な活動広場
を整備していく。広場の規模は 100～４00 坪を目標として整
備していく。
広場には、イベント開催可能なステージや音響、照明等の機能
を付加させ多様な活動が可能なものとする

滞留広場
課

【憩い・時間消費】

題：地区内に居住者や来街者が自由に休憩をし、時間を過ごことが
できる空間がない

整備方針：街区毎に概ね１か所を目標として、滞留広場を整備していく。
滞留広場は、ベンチの設置や緑化を施すなどの工夫を行い、都
会的でハイセンスなイメージや、子供づれが利用しやすいなど
各街区毎の様々な特徴をもった広場を形成していく。
設置場所は、地上レベル以外に２，３階や屋上にも配置。
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ストリート性と界隈性をもつ商店街の魅力づくり

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

再開発の方向性

全体整備ビジョン

松山市上位計画との関係性

○賑わいを感じられるアーケードのストリート性の維持
○親しみやすい雰囲気を活かした都心ならではの界隈性
○まちの魅力が感じられる景観づくり

方針１
方針２
方針３

・多様な歩行者動線による回遊性の向上
・昔ながらの風情が感じられる街並みの形成
・緑や統一感のある沿道景観に囲まれた気持ちの良い街並みの創出

店舗用途誘導のイメージ

商店街沿いにおける店舗用途の誘導、回遊性の向上
まちの魅力を高める壁面、舗装、サイン等の景観デザイン
一体的な店舗 MD づくりと運営主体、情報発信機能の充実

商店街沿いの店舗用途の誘導

まちの魅力を高める景観デザイン

Ｌ字地区が銀天街商店街沿い及び裏路地沿
いの１階に物販店や飲食店などの店舗用途
の誘導を進める
駐車場や荷捌等の後方機能は、１階部分で
の店舗の連続性を毀損するため、地区内で
の集約型駐車場の整備が不可欠

歴史性を感じながら歩いて楽しい街、都会的で洗練された街を感じ
させる景観的な魅力づくりを進める。
・壁面線の統一、商店街の連続性
・アーケード下部のファサードの統一性
・看板広告物のデザインの高品質化
・街かどの演出、石畳み等の舗装

Ｌ字地区内の回遊性の向上
各街区毎の開発においては、建物内の通り
抜け通路や路地空間を積極的に計画し、地
区内で多様な歩行者動線が確保され、地区
全体が大きな施設として回遊性を持つよう
に配慮していく

商店街に訪れる人が、快適に買い物をしたり、時間を過ごせるよう
な空間づくりや、的確でわかりやすい案内板やサインを導入してい
く
・商店街の店舗の連続性
・商店街の緑化、ファニチャー
・わかりやすい案内板
・ピクトサイン、多言語サイン

連絡通路による立体的な回遊空間
一体的な店舗 MD づくりと運営主体、情報発信機能

各街区毎の開発を相乗効果が期待される建物同士を連絡通路で
結び、地上レベルに加えて２-３階レベルで回遊動線を新たに作
り出す。※連絡通路の設置は、法律上の規制や条件をクリアす
る必要があります。

これまでの商店街は、個別のオ
ーナーが個々にリーシングを行
い、商店街が構成されてきた。
自然発生的な魅力がある一方
で、来街者（お客）からみれば
買い物をしやすい、魅力的な店
舗構成になっていない

連絡通路のイメージ（仙台）
ああｙ駅ｔ）

【通常のテナント誘致】

【一体的なテナント誘致】
賃貸・マネジメント

集客力のある
大型店等

街区間を結ぶ連絡通路

再開発事業を契機として、商店
街全体の情報を共有化し、運営
管理・販促を一元化すること
で、地域ぐるみのリーシングが
取り組める体制づくりを進め
る。

連絡通路のイメージ（富山）
ああｙ駅ｔ）
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各建物が個々にテナント誘致
⇒色々な業種がバラバラに配置
⇒お客からみると買い回りがしにく
い配置
⇒購買機会の喪失、集客不足など

各建物を商業運営者等が一括して
賃貸又はマネジメント
⇒マーケティングに基づく業種配置
⇒お客が買い回りしやすい配置
⇒購買力、集客の強化、計画的な
テナントの更新

ゲートウェイ機能としてのアクセス環境づくり

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

再開発の方向性

全体整備ビジョン

松山市上位計画との関係性・基本計画

○中心市街地の入り口としてのアクセス駐車場の整備
○通勤者や通学者、買い物客が利用しやすい駐輪場の整備
○L 字地区内外との交流、回遊、滞留を促す仕組みづくり

方針１
方針２
方針３

・自転車・公共交通・マイカーなど、様々な交通手段によるアクセス機
能の向上
＜駐車場＞・縁辺部に一定規模を備えた集約型駐車場
＜駐輪場＞・目的地に近い場所に小規模分散型駐輪場

集約駐車場の整備イメージ

≪モビリティハブの形成≫

地区内に３～４か所の集約駐車場及び共同荷捌を整備
街区単位で附置義務＋αの駐輪場整備を図る
集約駐車場は、隔地駐車場として周辺開発の附置義務の役割を担う
商店街等の広いエリアの来客サービス駐車場の役割を担う

※以下はイメージ図であり、開発の単位や順序等を示すものではありません。

STEP1 街区単位の集約化

STEP２

地区単位の集約化

STEP３

周辺エリア
からの
駐車場
利用

集約
駐車場

再開発の中の複数の建物（棟）の駐車場を集約化して、効率化、高度
利用を進める

市街地のゲートウェイ

集約駐車場

集約
駐車場

集約
駐車場

集約駐車場を契機として、単独では効率的な駐車場が確保できない中
規模開発の開発を誘発。集約駐車場は、隔地駐車場として機能

松 山市 の 駐 車施 設 付 置 義 務 条例 で は 、商 業 地 域 内 で、
2000 ㎡を超える建築物を建設する場合、原則として敷地
内 300 ㎡に１台の駐車場を整備する義務が課せられてい
ます。
非特定用途や 6000 ㎡に満たない建築物の場合は緩和制
限がありますが、松山銀天街Ｌ字地区のような街区規模が
大きくなく、かつ歩行者専用道路がある立地においては、
条例を順守することで非効率的な駐車場計画となる恐れが
ある。
（開発例）
3000 ㎡の土地で 500%の建築物を建設した場合
3000 ㎡×500%÷300 ㎡≒50 台
⇒中途半端な規模の駐車場が複数整備されることとなって
しまう上に、駐車場入り口等が個々に設置されるため、
市街地の連続性が損なわれる
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周辺エリアからの駐車場利用

集約駐車場

複数の集約駐車場の整備により、Ｌ字地区全体としてのゲートウェイ機
能を発揮。地区内の隔地駐車場のみならず、周辺市街地の来街者向
け駐車場としても機能させる
隔地駐車場制度を活用した集約駐車場の整備
松山市の駐車施設付置義務条例の特例では、200ｍ圏内での隔地駐車場
による駐車場確保が認められており、この制度を地域のルールとして最
大限に活用して、集約型駐車場の整備と個別の中小規模の建物更新を促
進することで、利用者が安心快適に利用できるアクセス環境を整備し、
Ｌ字地区のゲートウェイ機能を発揮していく。
駐輪場付置義務条例
松山市の駐輪場付置義務条例では、銀天街Ｌ字地区は「自転車放置禁止
区域」に位置付けられており、商業施設などの用途を設置する場合には
駐輪場の整備が義務付けられている。用途毎に 20～70 ㎡に 1 台、も
しくは住戸 1 戸あたり１台の付置義務が課せられている。
駐輪場はその交通特性から街区単位で分散配置されることが望ましく、
再開発事業等の共同化事業で建替えが行われる際には、付置義務の 120
～150%を目標に駐輪場整備を行い、ゲートウェイ機能の推進を進めて
いく。

住み続けられる安全・快適のまちづくり

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

再開発の方向性

全体整備ビジョン

○都心居住のモデルとなる良好な住宅
○防災性や防犯性に優れた安心、安全のまち
○高齢者や家族連れが安心して歩けるまち

方針１
方針２
方針３

生活利便施設促進エリア

住居系用途促進エリア

都心居住のモデルとなる良好な住宅と暮らしを支える機能の充実
建物の耐震化やバリアフリー対応などのハード面の安心づくり
居住者と商店街の自治機能強化等によるソフト面の安心づくり

都心居住のモデルの推進

建物の耐震化・不燃化

Ｌ字地区が有する居住エリアとしてのポテンシ
ャルを活かし、景観や日照等の住宅用途として
の適性の高い地区南側エリア（商店街外周部）
を中心に高品質の都市型住宅の供給を進める

Ｌ字地区内は、古くから市街化が進んでいた地区
であるため、一部のマンション等を除くと地区全
体を通して、建物の築年数が高く、老朽化した建
物が多い状況。
幅員 4～8ｍの道路に面している敷地は、建物の
建築制限も厳しく、また、隣接敷地と近接してい
ることもあり、建物の更新が進んでいない。

⇒地区内居住者は商店街とっての高頻度のお客
となり、商店街は居住者にとっての生活利便施
設となる
⇒住宅は、一般的な住宅のほか、高齢者向け住
宅や学生向けシェアハウス等の多様な住宅供給
を目指す。

⇒再開発事業や優良建築物等整備事業による共同
建替えを進め、建物の耐震化不燃化を行い、地域
の安全性を高める。
⇒建物の不燃化は、居住者・従業員の安全性を確
保するとともに、土地建物の資産価値の向上につ
ながる

都心居住推進のゾーニングイメージ

生活利便施設イメージ

生活利便施設イメージ

松山市上位計画との関係性・基本計画
・Ｌ字地区周辺に住まう人を増やす
・スーパーや託児所やスクールといった利便施設を充実
・来街者が快適に利用できるきれいなトイレやバリアフリーなどの環境
を整える
・多様なコミュニティの形成

生活利便施設イメージ

バリアフリー対応
再開発事業や個別の建物更新に伴い、地域全体と
してのバリアフリー化を進めていく。
子育て支援

高齢者支援

スクール

⇒バリアフリー対応により、高齢者や小さな子供
連れのファミリーといった方の来街のハードルを
下げ、多様なターゲットの来客を図る

居住者と商店街の自治機能強化等
銀天街 L 字地区では、近年の分譲マンション等の建設により地区内及
び周辺エリアの人口が増加傾向にあるが、新たに居住者と古くからの
商店主、オーナーとのコミュニケーション不足が課題となっている。

モビリティ及びアメニティサービス
集約駐車場の整備によるモビリティサービスの充
実と多目的トイレや、女性用のパウダールーム、
休憩スポットなどのアメニティサービスの向上に
より、郊外型ＳＣと同等のサービス水準を備え
る。

⇒再開発事業等の共同化事業をきっかけに、また、新たな住宅供給を
機に、居住者と商店街の交流がうみだされるような仕組みや組織体制
づくりを進める。
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全体構想案の検討方針
方針１

Ⅰ

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

合意が得られた区域毎に複数の再開発・共同化を段階的に推進

合意が得られた区域毎

○松山Ｌ字地区は 4.5ｈａの区域であり、一度に開発を進めるには規模が過大である。また、商店街としての松山市駅と大街道を
結ぶ要所となるため、開発工事期間中長期にわたり商店街が閉鎖されることは地域のポテンシャルを下落させる恐れが高い。
○権利者の合意が得られた区域毎に複数の開発が段階的に進められることを基本方針とする。
○開発効果の向上が期待される場合は複数街区を開発単位とし、開発後も既存の道路の機能を維持することを原則として、Ｌ字地
区全体のネットワークを確保する。

≠ 街区毎

合意が得られた区域は、必ずしも街区毎ではありませ
ん。小規模単位での開発を前提とするものでもありま
せん。合意が得られる範囲でまとまった区域から順次
開発を進めていきます。

※開発構想の検討エリアは、分譲マンション及び築年数の浅い高層の賃貸マンションは除くことを原則とする
近年新築された分譲マンション等の既に高度利用された建物は、再開発事業等の共同化事業に参画するメリットが小さく、また、補償費
や解体費等の面で事業化のハードルを高めることとなるため、開発想定エリアから外すことを原則とする。ただし、当該権利者の共同化
への積極的な遺構が把握できている場合はこの限りではない。

合意が得られた区域毎の開発イメージ（比較的小規模な例）

合意が得られた区域毎の開発イメージ（複数街区一体での開発区域の例）
御徒町駅周辺地区・地区計画事例【上野松坂屋】
開発エリアに地区計画としての都市計画ルールを
定めることで、敷地内でありながら道路と同じよ
うな機能を確保している例

動線確保

動線確保

アルファステイツ湊町
（分譲マンション、ｈ17，10ｆ）

クレアホームズ松山湊町

動線確保

（賃貸マンション、ｈ16，10ｆ）

（分譲マンション、ｈ26，14ｆ）
（賃貸マンション、ｈ27，8ｆ）

ロージュ湊町
（分譲マンション、ｈ20，14ｆ）

開発区域の例

開発区域の例
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全体構想案の検討方針
方針２

Ⅱ

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

地区計画等の制度を活用して、規制緩和とルールづくりによる建物更新を推進
○現在のＬ字地区は、商店街や一部の道路幅員は 4～8ｍとなる街区があるため、建築基準法上の建物の制限が厳しく、円滑な建物の更
新を阻害している側面がある。
○既存の道路ネットワークを活かしつつ、再開発事業及び個別の建物更新を推進するため、道路斜線等の建築制限の緩和や地区計画制度
等の活用を図る。

建築基準法では、道路幅員に応じて道路斜線制限の規制がかかるため、幅員の広い道路に面していない敷地には大きな制限がかかるため、建物を後退し
て建設しなければならない。L 字地区では、道路の反対側から 25ｍまでは道路斜線制限がある。※建物をセットバックすれば緩和措置がある。
当該地域は、容積率 500%（敷地の 5 倍の面積の建物が建設可能）であるが、建築基準法に定める「前面道路の幅員×0.6」の規制がかかることで、
500%の容積を消化できないケースがある。

地区計画制度を活用した規制緩和とルールづくり
※地区計画制度の活用には、地元の合意形成と
行 政 の 都 市 計画 決 定 手 続き が必 要 と な り ま

道路斜線制限

す。

1
道路幅員に従い
建物を後退させ
なければならない

容積率
500%
1.5

統一感のある街並みを
誘導していく

容積率
8ｍ×0.6＝480%

道路斜線制限を緩和して、
健全な高度利用と建物更
新の促進を図る

容積率
4ｍ×0.6＝240%

1 階部分に店舗を誘導し
て、商店街や路地の賑わ
いと回遊性を高める
容積率
4ｍ×0.6＝240%

広場や空地を確保して、賑わいや
憩いのスペースを創出する
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コンセプトのまとめ

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

全体コンセプト

生活と集客の交流拠点・銀天街Ｌ字地区

社会経済背景の変化に従い生活拠点として機
能転換しつつ、中小規模の開発による集客拠
点としての再構築を行い、周辺の拠点空間や
観光施設などの都市資源との連携し、郊外型
SC との差別化による集客を図る。

≪松山市基本計画将来ビジョン≫
暮らしと賑わいの共生…松山の新たな「交流核」
～人々の暮らしや経済の営みなど、絶えず人の気配や温かみが感じられる
新たな都市空間の創出～

再開発の方向性・全体整備ビジョン

賑わいを創出する魅力あるまちづくり
方針１
方針２
方針３

既存核店舗の大規模敷地を活用した暮らしの拠点づくり
新たな集客を生む賑わい機能の誘致
（広域商業施設、オフィス、ホテル、コンベンション、観光市場等）
訪れる人に期待感を与えるＬ字地区及び銀天街の顔づくり

広場のあるまちづくりの整備イメージ

暮らしの拠点と賑わいの拠点の整備イメージ
Ｌ字地区の顔づくり

滞留広場

ゲート広場

高度利用・多機能化
滞留広場

様々な人々が集い交流するまちづくり
方針１
方針２
方針３
方針４

まちの顔となる場所に「ゲート広場」を配置する
まちの「かなめ」となる場所に賑わいを演出する「活動広場」を配置する
まちの随所に居住者や来街者が時間を過ごせる「滞留広場」を分散配置する
それぞれの広場をつなぐ多様な歩行者動線を確保して、回遊性を高める

暮らしの
拠点

新たな
集客機能

活動
広場

活動
広場

滞留広場

滞留広場

高度利用・多機能化

ストリート性と界隈性をもつ商店街の魅力づくり
方針１
方針２
方針３

商店街沿いにおける店舗用途の誘導、回遊性の向上
まちの魅力を高める壁面、舗装、サイン等の景観デザイン
一体的な店舗 MD づくりと運営主体、情報発信機能の充実

用途配置・誘導のイメージ

集約駐車場の整備イメージ
周辺エリアからの駐車場利用

ゲートウェイ機能としてのアクセス環境づくり
方針１
方針２
方針３

地区内に３～４か所の集約駐車場及び共同荷捌を整備
街区単位で附置義務＋αの駐輪場整備を図る
集約駐車場は、隔地駐車場として周辺開発の附置義務の役割を担う
商店街等の広いエリアの来客サービス駐車場の役割を担う

生活利便施設促進エリア
店舗用途
の誘導

住み続けられる安全・快適のまちづくり
方針１
方針２
方針３

集約駐車場

住居系用途促進エリア

都心居住のモデルとなる良好な住宅と暮らしを支える機能の充実
建物の耐震化やバリアフリー対応などのハード面の安心づくり
居住者と商店街の自治機能強化等によるソフト面の安心づくり
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集約
駐車場

集約駐車場

イメージプラン作成の考え方

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

方針１
合意が得られた区域毎に複数の再開発・共同化を段階的に推進

再開発の進め方

方針２
地区計画等の制度を活用して、規制緩和とルールづくりによる建物更新を推進

○松山Ｌ字地区は 4.5ｈａの区域であり、一度に開発を進めるには規模が過大であ
る。また、商店街としての松山市駅と大街道を結ぶ要所となるため、開発工事期間
中、長期にわたり商店街が閉鎖されることは地域のポテンシャルを低下させる恐れが
高い。

○現在のＬ字地区は、商店街や一部の道路幅員は 4～8ｍ
となる街区があるため、建築基準法上の建物の制限が厳
しく、円滑な建物の更新を阻害している側面がある。

○権利者の合意が得られた区域毎に複数の再開発・共同化を段階的に進めていくこと
を基本方針とする。

○既存の道路ネットワークを活かしつつ、再開発事業及
び個別の建物更新を推進するため、地区計画等の制度を
活用した道路斜線等の建築制限の緩和を図る。

○開発効果の向上が期待される場合は複数街区を開発単位とし、開発後も既存の道路
の機能を維持することを原則として、Ｌ字地区全体のネットワーク（回遊性）を確保
する。

※地区計画制度の活用には、地元の合意形成と行政によ
る都市計画決定手続きが必要となります。
行政の都市計画決定手続きが必要となります。

全体構想・イメージプラン

区域全体を１つの再開発事業で事業化するものではないため、
具体的な建物の規模、用途、高さなどは固定的なものではなく、
今後の個別のプロジェクトの検討による流動的にならざるを得ない。

松山銀天街Ｌ字地区の全体構想のイメージプランとして
共有することが必要なエレメント（要素）とは
１
２

オープンスペース（公共空間）の配置とデザインのイメージ
集約駐車場・共同荷捌の配置・ゾーニングのイメージ

Ｍａｔｓｕｙａｍａ

松山Ｌ字の杜

「商店街」と「広場」、「人」と「緑」が立体的、有機的につながる新しい商店街のまちなみ
訪れる人に「発見」「感動」と「いごこちの良さ」を提供する洗練された空間
商店街で楽しみ、過ごし、暮らす

「Ｌ字スタイル」の提案

緑が育つとともに、まちが育っていく・・・
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道路斜線等による
既存の建築規制

地区計画制度を活用した
規制緩和とルールづくり

イメージプランのデザインイメージ

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

街区の通り抜け空間や店舗内通路に面し
て辻広場を設け、訪れる人に「発見」
「期待感」を演出する

地区内に分散配置される滞
留広場は、街区の特性や建
物の用途などにより、それ
ぞれの特徴をもった広場と
してデザインする

平面的な緑化率ではなく、壁面緑化や屋上緑化など
の視覚的な緑化を含めた緑視率の高い空間とする
あらゆる方向から緑を演出する

地区の中心（核）となる広場は、イベント
や催しによる賑わいの創出とともに、樹形
の美しい高木を配置するなど、シンボル性
と親しみやすさをもった空間とする
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全体構想案・イメージプラン

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

イメージプランは、全体構想のデザインイメージを
示したものであり、建物や広場の形状等の計画を示
すものではありません。

⑦街区

⑦街区

街かど広場
③街区

③街区

地区の中心（核）となる広場は、イベントや
催しによる賑わいの創出とともに、樹形の美
しい高木を配置するなど、シンボル性と親し
みやすさをもった空間とする

辻広場

辻広場
滞留広場
荷捌場･駐輪場

駐車場
出入口

辻広場
集約駐車場

④街区

地区内に分散配置される滞留広場は、街区の
特性や建物の用途などにより、それぞれの特
徴をもった広場としてデザインする

①街区

④街区

⑧街区
街かど広場

滞留
広場

活動広場

⑨街区

街かど広場
活動広場

⑤街区
滞留
広場

集約駐車場

②街区

街区の通り抜け空間や店舗内通路に面し
て辻広場を設け、訪れる人に「発見」
「期待感」を演出する

荷捌場
駐輪場

集約駐車場
荷捌場･駐輪場

駐輪場
駐車場
出入口

地区の外周部のアクセスしやすい場所に
集約駐車場・共同荷捌場を配置し、地区
内に安全快適な歩行者空間をつくる

滞留
広場
⑩街区
駐車場
出入口

⑥街区
⑥街区

公共空間と緑が連続、連担してまちをつ
ないでいく
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全体構想案・松山Ｌ字の杜のイメージ

Ⅰ

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

イメージ図は、全体構想のデザインイメージを示したものであ
り、建物や広場の形状等の計画を示すものではありません。

明るく賑わいのある公共空間

壁面緑化や屋上緑化により、
あらゆる視点で緑を感じられるまち

シンボル性と親しみをもった
緑豊かな広場

商店街の入り口としての期待感を演出
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全体構想案・松山Ｌ字の杜のイメージ

Ⅱ

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

イメージ図は、全体構想のデザインイメージを示したものであ
り、建物や広場の形状等の計画を示すものではありません。

集約駐車場の整備により、
安全快適な歩行者空間を創出

「商店街」と「広場」、「人」と「緑」が立体的、
有機的につながる新しい商店街のまちなみ

「発見」「感動」と「いごこちの良さ」を提供する洗練された空間
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全体構想と開発の流れ（案）

松山銀天街Ｌ字地区再開発全体協議会

平成 28 年度
４月

６月

平成 2９年度

９月

１２月

市街地再開発基本計画調査業務委託

松山市
第４回
専門部会

第３回
専門部会

パブリックコメント

平成 27 年度再開発コーディネーター業務委託

再開発
定時
総会

全体協議会
全体構想案の検討

事業報告・収支決算
事業計画・収支予算
規約の変更
全体構想案について
委託業務の立替
再開発コーディネーター選任

臨時
総会

全体構想
説明会

非会員向けの
説明会

会員加入促進

構想案見直し

臨時
総会

全体構想の承認

個別事業計画の調整、個別協議会立ち上げ支援

事業計画案の検討、権利者合意形成

等

事業計画検討等の活動の本格化

個別事業
準備組織立上・事業協力者募集・都市計画決定準備
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